




A-4 津島市A-4 津島市

織田信長が生誕し、その飛躍を支えた信長のふるさと。
また羽柴（豊臣）秀吉と徳川家康が対決した小牧・長久手
の戦いゆかりの城址、古戦場の他、信長や秀吉に従った
尾張の武将たちゆかりの史跡も豊富。

「武将のふるさと愛知」

尾  張
ラリーの
参加は
こちらからたくさん

めぐろう
ぞ !

C-2 犬山市C-2 犬山市 B-4 清須市B-4 清須市C-3 小牧市C-3 小牧市

津島神社楼門5
つ     しま    じん    じゃ    ろう   もん

源敬公廟3 E-3E-3

瀬戸市
げん　けい　こう　びょう

太清寺4 D-4D-4

春日井市
たい　 せい　 じ

浅野公園1 B-3B-3

黒田城跡2 B-2B-2

一宮市
あさ　  の　 こう    えん

くろ     だ    じょう  あと

津島神社楼門5 A-4A-4

天王川お旅所6 A-4A-4

妙延寺7 A-4A-4

津島市
つ     しま    じん    じゃ    ろう   もん

てん    のう    がわ　　　　 たび    しょ

みょう  えん     じ

犬山市

国宝 犬山城8 C-2C-2

日本庭園 有楽苑9 C-2C-2

こく    ほう      いぬ    やま  じょう

に      ほん    てい   えん        う     らく    えん

日輪山 曼陀羅寺10 B-2B-2

江南市
まん    だ       ら       じにち    りん    ざん

小牧山城11 C-3C-3

小牧神明社12 C-3C-3

小牧市
こ     まき    やま  じょう

こ     まき    しん    めい    しゃ

勝幡城跡14 A-4A-4

布智神社15 A-3A-3

長光寺13 B-4B-4

稲沢市

ふ      ち      じん    じゃ

ちょう  こう     じ

しょ    ばた  じょう  あと

岩倉市

建雲山 龍潭寺19 C-3C-3

岩倉城跡20 C-3C-3

けん    うん    ざん     りゅう  たん    じ

いわ    くら   じょう  あと

岩崎城23 E-5E-5

日進市
いわ    さき  じょう

愛西市

大野城址24 B-5B-5
おお     の     じょう   し

清洲城25 B-4B-4

清須市
きよ      す   じょう

桶狭間古戦場伝説地21 D-6D-6

沓掛城址公園22 D-6D-6

豊明市
おけ    はざ     ま       こ     せん  じょう   でん   せつ      ち

くつ   かけ   じょう    し     こう    えん

尾張旭市

本地ヶ原神社17 D-4D-4

洞光院16 D-4D-4

良福寺18 D-4D-4

ほん     じ      が      はら じん    じゃ

りょう  ふく     じ

どう   こう    いん

あま市

B-4B-4福島正則生誕地碑27

甚目寺観音26 B-4B-4

蜂須賀城址29 B-4B-4

芳春院顕彰札28 B-4B-4

光明寺30 B-4B-4

ほう  しゅん  いん    けん  しょう  さつ

はち     す      か　 じょう    し

こう   みょう　じ

じ　    もく　 じ かん   のん

ふく    しま    まさ    のり   せい    たん     ち        ひ

木曽川駅39 B-2B-2

清洲駅38 B-4B-4

JR東海

名古屋鉄道

新清洲駅40 B-4B-4

中京競馬場前駅41 D-6D-6

小牧駅42 C-3C-3

犬山駅43 C-2C-2

甚目寺駅44 B-4B-4
じ　    もく　 じ

E-4E-4長久手古戦場公園32

色金山歴史公園31 E-4E-4

長久手市
いろ   がね    やま れき     し      こう    えん

なが     く      て       こ      せん   じょう  こう    えん

大口町

堀尾跡公園33 C-2C-2

小口城址公園34 C-2C-2
お     ぐち

ほり    お     せき    こう    えん

じょう    し     こう    えん

蟹江町

蟹江城址35 B-5B-5

蟹江山 常楽寺龍照院36 B-5B-5

冨吉建速神社・八劔社37 B-5B-5

りゅう しょう   いん

はち    けん    しゃ

かに      え    じょう    し

かに      え     さん    じょう  らく      じ

とみ    よし    たけ    はや じん    じゃ

国宝 犬山城8
こく    ほう      いぬ    やま  じょう

清洲城25
きよ      す   じょう

小牧山城11
こ     まき    やま  じょう
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